
記者資料提供（令和 5年 1月 31 日） 

神戸市文化スポーツ局文化交流課（六甲アイランド・アートフェアに関すること） 

井関・萩原 TEL：078-322-6598 FAX：078-322-6137 

都市局内陸・臨海計画課（日展会場周辺の環境整備、施設に関すること） 

竹本・田村 TEL：078-595-6783 FAX：078-595-6812 

 

日展神戸展の開催に合わせた賑わい創出の取り組み 

～「六甲アイランド・アートフェア」の開催ほか～ 
 

 54 年ぶりの日展神戸展の開催に合わせて、六甲アイランド全体を盛り上げるべく、様々

なアートイベント「六甲アイランド・アートフェア」を開催します。また、日展開催に向

けて、会場周辺の環境整備や新たな施設の供用を開始します。ソフト面・ハード面で日展

神戸展及び六甲アイランドを盛り上げるよう、取り組みを進めていきます。 

 

１．六甲アイランド・アートフェア 

（１）展覧会及び展示 

 ①第１回六甲アイランド美術展 

  場所：神戸ファッションマート１階アトリウムプラザ 期間：3月 4日～3月 12 日 

 ②第 48 回こうべ市民美術展（市展） 

  場所：神戸ファッションマート１階アトリウムプラザ 期間：3月 18 日～3月 26 日 

 ③六甲ミーツ・アート芸術散歩の作品を特別展示 

  場所：神戸ファッションマート正面玄関 期間：1月 30 日～3月 31 日 

 ④「命のひまわり」など子どもたちの作品を展示 

  場所：六甲ライナー魚崎駅・住吉駅、東灘区役所 期間：2月 16 日～3月 26 日 

 

（２）まちなかでのライブフォーマンス 

 ①音楽とバレエの饗宴 

  場所：神戸ファッションマート１階 アトリウムプラザ 

  日時：2月 18 日、19 日、26 日 各日 11 時～ 

 ②ヴァイオリニストをはじめとする演奏者によるクラシックコンサート 

  場所：神戸ファッションマート１階アトリウムプラザ 

  日時：2月 23 日 13 時～ 

 ③マジシャンによるパフォーマンス 

  場所：神戸ファッションプラザ３階 サン広場 

  日時：3月 4日 11 時～ 

 ④大道芸人によるパフォーマンス 

  場所：ジ・アンタンテ マーケットシーン１階 イベントスペース 

  日時：3月 4日 11 時～ 

 ⑤ミュージアムロード（高校生による演奏） 

  場所：小磯記念美術館ロビー 

  日時：3月 19 日 14 時～ 



（３）ワークショップ 

 ①干支「うさぎ・ウサギ・兎・卯」を書いて名前印を彫ろう 

  場所：神戸ファッション美術館４階 第１セミナー室 

日程：2月 25 日 ※事前申込が必要 

 ②六甲アイランドの彫刻に親しもう！ 

  場所：小磯記念美術館 日程：2月 26 日、3月 4日、3月 11 日 ※事前申込が必要 

 ③日展作家による学校訪問ワークショップ 

  場所：神戸市立六甲アイランド高校 日程：３月 20 日 

  場所：神戸市立向洋中学校     日程：３月 17 日 

 

（４）その他 

 ①六甲アイランドまちなか彫刻フォトラリー 

期間：2月 18 日～3月 26 日 

 ②ストリートピアノの期間限定設置 

場所：神戸ファッションマート１階アトリウムプラザ 設置日：2月 18 日 他 

 ③日展出品作家による作品解説会 

  場所：神戸ファッション美術館４階 第１セミナー室  

日程：日展神戸展の会期中 15 回 

 ④パンフレットの配布 

  日展や市展の来場者に、日展関連のイベントを掲載したパンフレットを無料配布 

 

 六甲アイランド・アートフェアの詳細は、別紙１をご覧ください。 

 

２．日展会場周辺の環境整備、施設の供用開始 

 日展神戸展の開催に合わせて、会場周辺の環境整備や施設の供用開始を、下記のとお

り行います。こちらも合わせてお楽しみください。  

 

（１）施設の供用開始 

①六甲アイランド足湯（リバーモール周辺） 

②デジタルサイネージ（六甲ライナー アイランドセンター駅） 

 

（２）周辺環境の充実 

①神戸ファッションプラザ サン広場空間装飾など（神戸ファッションプラザ） 

②日展カラーを用いたリバーモールのライトアップ（リバーモール周辺） 

③日展神戸展 PR バナーの設置（リバーモール周辺） 

 

 日展会場周辺の環境整備、施設の供用開始の詳細は、別紙２をご覧ください。 



参考：第９回日展神戸展の概要 

（１）会期等 令和５年２月 18 日（土曜）～３月 26 日（日曜） 

午前 10 時～午後５時（入館は午後４時 30 分まで） ※月曜日休館 

（２）会 場 神戸ゆかりの美術館・神戸ファッション美術館 

       〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中２丁目９－1（六甲アイランド内） 

TEL：078-858-1520 FAX：078-858-1522 

 第９回日展神戸展の詳細はこちら 

 https://www.city.kobe.lg.jp/a45010/kanko/bunka/bunkashisetsu/yukarimuseum/nitten.html 

https://www.city.kobe.lg.jp/a45010/kanko/bunka/bunkashisetsu/yukarimuseum/nitten.html


別紙１ 日展関連イベント「六甲アイランド・アートフェア」 
 

〇展覧会及び展示 

①第１回六甲アイランド美術展 
  六甲アイランド内の住⺠、学⽣、勤労者や、島内で活動する美術・芸術教室等から作品を募集

し、展覧会を開催します。 
六アイ展に来場された⽅には、⽇展神⼾展の割引券を配布します。 

 ・実施期間：令和５年 3 ⽉ 4 ⽇（⼟）〜3 ⽉ 12 ⽇（⽇） 
 ・会  場：神⼾ファッションマート 1 階 アトリウムプラザ 
 募集要項など、詳しくは六甲アイランド.com をご覧ください。 

http://www.rokko-island.com/event/214 
 
②第 48 回こうべ市⺠美術展（市展） 
  例年は原⽥の森ギャラリーで開催されている神⼾市の公募美術展「第 48 回こうべ市⺠美術

展」を、⽇展に合わせて六甲アイランドで開催します。 
市展に来場された⽅には、⽇展神⼾展の割引券を配布します。 

 ・実施期間：令和５年 3 ⽉ 18 ⽇（⼟）〜3 ⽉ 26 ⽇（⽇） 
 ・会  場：神⼾ファッションマート 1 階 アトリウムプラザ 
 ・作品募集：令和５年１⽉６⽇（⾦）〜２⽉６⽇（⽉） 
 募集要項など、詳しくは市展 HP をご覧ください。 
 https://www.city.kobe.lg.jp/a36708/kanko/bunka/gejutsu/48shiten.html 
 
③六甲ミーツ・アート芸術散歩の作品を特別展示 
  神⼾ファッションマートの正⾯⽞関前で、六甲ミーツ・アート芸術散歩 2020 に出品された彫

刻作品「あめふらし」２体を期間限定で展示します。 
 ・期 間：令和５年１⽉ 30 ⽇（⽉）〜３⽉ 31 ⽇（⾦）まで（予定） 
 ・作 者：灰野ゆう 
 
④「命のひまわり」など子どもたちの作品を展示 
  ⽇展歓迎の気持ちを込めて、地元の「アトリエ太陽の子」の子どもたちの絵画作品を展示しま

す。 
・⽇ 時：2 ⽉ 16 ⽇（⽊）〜3 ⽉ 26 ⽇（⽇） 
・場 所：六甲ライナー魚崎駅 連絡通路 （命のひまわり） 
     六甲ライナー住吉駅 ホーム  （個人作品） 
     東灘区役所     １階ロビー（個人作品） 

  

http://www.rokko-island.com/event/214
https://www.city.kobe.lg.jp/a36708/kanko/bunka/gejutsu/48shiten.html


〇まちなかでのライブパフォーマンス 

 ⽇展会期中、様々なイベントがまちなかで開催されます。無料でご覧いただけますので、ぜひお
立ち寄りください。 

 

〇ワークショップ 

①干支「うさぎ・ウサギ・兎・卯」を書いて名前印を彫ろう 
  色紙に干支「うさぎ・ウサギ・兎・卯」を様々な書体で書き、自分だけの名前（一文字）印を

彫り、作品に押します。 
 ・⽇ 時：２⽉ 25 ⽇（⼟）11:00〜、13:00〜、15:00〜（各回 60 分程度） 
 ・会 場：ファッション美術館 4 階 第 1 セミナー室 
 ・対 象：主に小・中学⽣（事前予約制） 
 ・講 師：兵庫県書作家協会会員 
 現在、参加者を募集しています。（令和５年２⽉ 17 ⽇（⾦）締め切り） 

お申し込みは、こちらから↓ 
https://kobecity-event.jp/reservations/calendar?id=976 

  

https://kobecity-event.jp/reservations/calendar?id=976


②六甲アイランドの彫刻に親しもう！  
（ⅰ）ちょうこくを楽しもう 
  ⽇展作家の先⽣にお話を聞いて、彫刻のよさやおもしろさを味わいます。また、彫刻制作にもチ

ャレンジします。 
 ・⽇ 時：２⽉ 26 ⽇（⽇）14:00〜16:30 
 ・会 場：小磯記念美術館２階 絵画学習室 
 ・対 象：４歳〜中学⽣（未就学児には⼤人の付き添いが必要です。） 
 ・講 師：前芝 武史氏（⽇展会員） 
 
（ⅱ）ちょうこくとなかよしツアー 
  小磯記念美術館から神⼾ファッションプラザまで、彫刻 MAP とワークシートをもとにいろんな

見⽅で彫刻を楽しみながらめぐります。 
・⽇ 時：３⽉４⽇（⼟）、３⽉ 11 ⽇（⼟） 両⽇ 11:00〜11:30 

 ・集合場所：小磯記念美術館ロビー（六甲アイランド内の彫刻を巡ります） 
 ・対 象：４歳〜中学⽣（未就学児には⼤人の付き添いが必要です。） 
 
（ⅲ）六アイ彫刻入門 

 六甲アイランドにある 40 数作品もの野外彫刻をもとに作成された彫刻 MAP を手に、小磯記念
美術館から神⼾ファッションプラザまで、当館館⻑岡泰正による彫刻の解説を参考にしながら、め
ぐり歩きます。 
・⽇ 時：３⽉４⽇（⼟）、３⽉ 11 ⽇（⼟） 両⽇ 13:30〜15:00 

 ・集合場所：小磯記念美術館ロビー（六甲アイランド内の彫刻を巡ります） 
 ・対 象：高校⽣以上 
 
 現在、参加者を募集しています。 

（（ⅰ）は２⽉ 10 ⽇（⾦）、（ⅱ）（ⅲ）は２⽉ 16 ⽇（⽊）締め切り） 
お申し込みは、こちらから↓ 
https://www.city.kobe.lg.jp/a45010/kanko/bunka/bunkashisetsu/koisogallery/nitten.html 

 

③⽇展作家による学校訪問ワークショップ（参加者の募集はしていません） 
（ⅰ）神⼾市立六甲アイランド高等学校 

⽇本画は、岩絵の具を自分たちで作り、集めた草花をトレースして描きます。工芸は、色ガラス
を構成して皿を制作します。書は自分の選んだ言葉を漢字かな交じりの文字で表します。 
 ・⽇ 時：３⽉ 20 ⽇（⽉） 13:30〜16:30 

  ・会 場：神⼾市立六甲アイランド高等学校 
・講 師：⽇本画 村居 正之 氏（⽇展理事）、⻄⽥ 眞人 氏（⽇展会員） 

工 芸 友定 聖雄 氏（⽇展会員・審査員） 
書  森嶋 隆鳳 氏（⽇展会員） 

  ・対 象：美術部員、書道部員 
  

https://www.city.kobe.lg.jp/a45010/kanko/bunka/bunkashisetsu/koisogallery/nitten.html


（ⅱ）神⼾市立向洋中学校 
キャンバスに油絵で静物画を描きます。 
・⽇ 時：３⽉ 17 ⽇（⾦） 15:30〜17:00 

  ・会 場：神⼾市立向洋中学校 
・講 師：洋 画 天野 富美男 氏（⽇展会員） 

  ・対 象：美術部員 
 

〇その他 

①六甲アイランドまちなか彫刻フォトラリー 
  六甲アイランドを訪れた⽅々を対象に実施する回遊企画。島内各地に点在する街角彫刻の写真

を３点以上撮影し、地域振興会が運営する「六甲アイランド公式 LINE アカウント」に写真と応
募者情報を送付して応募。応募者の中から抽選で賞品を進呈します。 
・実施期間：2 ⽉ 18 ⽇（⼟）〜3 ⽉ 26 ⽇（⽇） 
詳細は六甲アイランド・アートフェアの特設ホームページをご覧ください。 
http://www.rokko-island.com/artfair/ 

 
  

http://www.rokko-island.com/artfair/


②ストリートピアノの期間限定設置 
  神⼾ファッションマート１階のアトリウムプラザに、下記の⽇程のみ特別にストリートピアノ

を開放します。ご自由にお弾きください。 
 ・⽇ 程：２⽉ 18 ⽇（⼟）、19 ⽇（⽇）、23 ⽇（⽊・祝）、26 ⽇（⽇） 

→上記まちなかでのライブパフォーマンス終了後〜18:00 
３⽉４⽇（⼟）、５⽇（⽇）、11 ⽇（⼟） 
 →10:00〜18:00 

 
③⽇展出品作家による作品解説 
  ⽇展に出品された作家から直接作品の解説をお聞きいただくことができます。 
 ・⽇ 時：下記⽇程で、各⽇午後 2 時より（開場は午後 1 時 30 分） 

・定 員：各 50 名（先着順） 
・場 所：神⼾ファッション美術館 4 階第 1 セミナー室 
※参加費無料。ただし、⽇展神⼾展の観覧券が必要です。 

⽇程 科名 解説者 
2 ⽉ 21 ⽇(火) 洋画 小灘 一紀 氏 
2 ⽉ 22 ⽇(水) 書 岩永 栖邨 氏 
2 ⽉ 24 ⽇(⾦) 彫刻 九後  稔 氏 

2 ⽉ 28 ⽇(火) 工芸美術 
⽥中 紀子 氏 
喜多 浩介 氏 

3 ⽉ 1 ⽇(水) ⽇本画 北斗 一守 氏 
3 ⽉ 2 ⽇(⽊) 書 深瀬 裕之 氏 
3 ⽉ 3 ⽇(⾦) 洋画 天野富美男 氏 
3 ⽉ 8 ⽇(水) 書 伊藤 一翔 氏 
3 ⽉ 9 ⽇(⽊) 彫刻 磯尾 隆司 氏 
3 ⽉ 10 ⽇(⾦) ⽇本画 ⻘⽊ 秀明 氏 

3 ⽉ 14 ⽇(火) 工芸美術 
上原 伊織 氏 
小倉 敏江 氏 

3 ⽉ 16 ⽇(⽊) ⽇本画 ⼤⻄ 守博 氏 
3 ⽉ 17 ⽇(⾦) 洋画 武藤 初雄 氏 
3 ⽉ 22 ⽇(水) 彫刻 前芝 武史 氏 

3 ⽉ 23 ⽇(⽊) 工芸美術 
友定 聖雄 氏 
森  孝子 氏 

 
④パンフレットの配布 
  ⽇展や市展の来場者に、⽇展及び六甲アイランド・アートフェア、近隣の酒蔵のイベントなど

の情報を掲載したパンフレットを無料で配布します。 
・仕 様：フルカラーA4、８ページ 
・発行部数：３万部 

 
★情報は随時「六甲アイランド・アートフェア特設ホームページ」に追加していきます。 

http://www.rokko-island.com/artfair 

http://www.rokko-island.com/artfair


別紙２ 日展会場周辺の環境整備、施設の供用開始 

 

〇施設の供用開始 

①六甲アイランド足湯 
  六甲アイランドの中心を流れるリバーモール沿いで足湯をお楽しみください。 
 ・利⽤可能⽇：令和５年 2 ⽉ 18 ⽇（⼟）〜 ※年末年始除く 
 ・利 ⽤ 料：無料 

・利 ⽤ 時 間：10〜17 時 
・現場写真、イメージパース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②デジタルサイネージ 
  六甲アイランド内にある飲食店や各種店舗の情報など、まちの情報を集約しておりま

す。六甲アイランドに初めて来られた⽅もそうでない⽅も、ぜひご利⽤ください。 
 ・利⽤可能⽇：令和５年 2 ⽉ 15 ⽇（水）〜 
 ・利 ⽤ 時 間：5〜翌 1 時  

整備場所 



〇周辺環境の充実 

③神⼾ファッションプラザ サン広場空間装飾など 
  ふわふわドームのあるサン広場に、「サタケシュンスケ」氏のデザインを⽤いたタペ

ストリーなどにより空間装飾を行います。また、ベビーケアルームを設置することで一
層の魅力向上を図ります。 

 ・完成⽇：令和 5 年 2 ⽉ 14 ⽇（火） 
 ・実 施：神⼾ファッションプラザ管理組合 
 ・タペストリー、ベビーケアルームイメージ： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



④⽇展カラーを⽤いたリバーモールのライトアップ 
  リバーモール周辺で実施しているライトアップに、⽇展をイメージしたカラー（赤

色）を採⽤します。夜間もリバーモール沿いの景色をお楽しみください。 
・実 施 ⽇：令和 5 年 2 ⽉ 18 ⽇（⼟）〜3 ⽉ 26 ⽇（⽇） 

 ・実施時間：17〜翌 0 時 30 分 
 
⑤⽇展神⼾展 PR バナーの設置 
  リバーモール周辺で、⽇展神⼾展を PR するためのバナーを設置します。 

・実 施 ⽇：令和 5 年 2 ⽉ 15 ⽇（水）〜 
 ・バナーイメージ： 

 

 

 

 

 

 

 



〇位置図 

 

サン広場空間装飾など 


